
輸入・国内採取 エネルギー転換

我が国のエネルギーの我が国のエネルギーの フロー（未定稿）フロー（未定稿）

卸供給・小売供給 最終消費（法人） 最終消費（個人）

セメント会社消費の30%

化学工業、紙パルプ業等消費の15%

鉄鋼会社消費の55%

原油供給の97%

自動車消費の100%

※　%の数字は、2000年度のデータを勘案したおよそのイメージを示すものであり正確ではない。また全てのエネルギーを網羅している訳ではない。
※　「供給」は総供給量を、「消費」は最終消費量のことである。

石油会社（元売）直売10%

商社系特約店、一般特約店、全農

卸業者は20社程度、販売業者は26,500社

給油所数は52,600箇所

90%

ガソリン

商社輸入 97%

約20社（主要10ガス田）国産 3%

天 然 ガ ス （L N G ）

自動車消費の75%

※一部、業務用としての法人
使用も含まれる

家庭消費の55%

家庭消費の35%

農林漁業、JR、その他消費の 5%

トラック・バス向け消費の20%

民生業務用消費の10%

各種産業用消費の35%

民生業務用消費の30%

貨物運送用消費の15%

各種産業用消費の55%

航空会社消費の100%

民生業務用消費の15%

タクシー用消費の10%

各種産業用消費の40%

民生業務用消費の25%

各種産業用消費の40%

石油会社（元売）直売5%

特約店　　給油所数は52,600箇所95%

軽 油

石油会社（元売）直売

商社、特約店

重 油

石油会社（元売）直売

特約店　25社

ジェット燃料

L P G

民生用：簡易ガス業者　1770社、
　　　　　小売事業者約27500社

自動車用：オートガススタンド約 1900箇所

LPG会社（元売）直売

卸売業者　約1400社

石炭供給の25%

民生用：特約店、SS、ホームセンター、米殻店、酒屋、雑貨
店、農協等

石油会社（元売）直売5%

産業用：特約店、燃料卸商

95%

灯 油

家庭消費の30%

民生業務用消費の25%

鉄道用消費の 2%

各種産業用消費の43%

都市ガス会社
天然ガス供給の
30%

一般ガス事業者237社

ガス事業参入者9社

都 市 ガ ス

家庭消費の35%

LPG供給の2%

電 力

原油供給の3%

重油供給の20%

天然ガス供給の70%

一般電気事業者

卸電気事業者

特定電気事業者

特定規模電気事業者

石炭供給の35%

ガソリン供給
の100%

軽油供給
の100%

灯油供給
の100%

重油供
給の80%

ｼﾞｪｯﾄ燃料
供給の
100%

LPG供給
の10%

LPG供給
の88%

商社輸入 98%

2社（2炭坑）
※現在は国内炭坑は閉鎖されている

国産 2%

石 炭

石油会社
国内精製 97～40%（製
品により異なる）

ガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油、重油、ナフサ

石油会社、化学会社等国内精製  11%

L P G

ナフサ供
給の
100%

石油化学工業消費の約100%

石油会社（元売）直売約100%

ナフサ

石油会社輸入 100%

2社（主要10油田）国産 0%

原 油

商社、全農等約
輸入 3～60%

（製品により異なる）

ガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油、重油、ナフサ

LPG輸入業者輸入　89%

L P G

※一部、業務用としての法人
使用も含まれる

鉄鋼会社（高炉）消費の100%

鉄鋼会社（高炉）、コークス製
造業

石炭供給の40%

（原料炭）

Ⅰ－１



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石炭（石炭（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

海外炭

輸入炭入着量
14,944万ｔ

うち原料炭：6,569万ｔ
　　一般炭：8,102万ｔ
　　無煙炭：274万ｔ

国内炭

生産量　296万ｔ

鉄鋼業（高炉）

電力業（石炭火力発電）

コークス製造業

ボイラー用等

その他

コークス炉ガス

窯業・土石業（主にセメント製
造業）

化学工業

紙パルプ業

輸入炭：6,541万t
（原料炭、一般炭、煙無炭）

輸入炭：5,599万ｔ（一般炭）
国内炭：295万ｔ（一般炭）

輸入炭：991万ｔ
（一般炭、無煙炭）

輸入炭：595万ｔ

（一般炭、無煙炭）

輸入炭：506万t
（原料炭）

輸入炭：506万ｔ

（一般炭）

暖ちゅう房

国内炭：1万ｔ

（一般炭）

輸入炭：195万ｔ

（一般炭、原料炭、無煙炭）

国内炭：７万ｔ
（一般炭）

加熱用等

需要合計

　海外炭：14､933万ｔ

　国内炭：303万ｔ

コークス

国内向け販売

輸出

販売数量（2000年）：1,196万ｔ

高炉による鉄鋼業、窯業土石業
等へ販売

販売数量（2000年）：226万ｔ

一部は都市ガスのシートへ

コール・ノート2002、2002年度版石炭年鑑等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

大部分は高炉用コークスの原料用途



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（原油）（石油（原油）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

電力
7,511［千kl］

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

自家消費

13［千kl］

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

電力のシートへ

各石油製品のシートへ



運輸部門計　58,142［千kl］
　旅客用　　　53,395［千kl］
　貨物用　　　  4,746［千kl］

一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（ガソリン）（石油（ガソリン）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ガソリン：1,628［千kl］
ナフサ：30,162［千kl］

ジェット燃料：2,502［千kl］
灯油：3,236［千kl］
軽油：1,739［千kl］
重油：2,276［千kl］

オイルコークス：4,612 ［千kl］
LPG：14,776 ［千t］

石油精製：

　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

元売直売
5,193［千kl］

商社系特約店

5,853［千kl］

一般特約店

44,474［千kl］

全国農業協同組合連合会
2,865［千kl］

需要家
809［千kl］

元売直営販売（100%子会社を含む）

4,383［千kl］

特約店直営販売
632［千kl］

販売店・その他
5,221［千kl］

県経済連

特約店直営販売
30,826［千kl］

販売店・その他

13,648［千kl］

農協給油所

元売直売

37［千kl］

一般特約店

139［千kl］

自動車用

58,385［千kl］

非自動車用
176［千kl］

【石油元売会社】

石油販売業者数：26,500
給油所数：52,600
（平成14年3月末現在）

注）特約店とは、元売会社と特約契約を結
び、ガソリン、灯・軽油などの石油製品を
仕入れ、傘下の販売店（SS等）に卸売する

もの。自らもＳＳを保有し、小売を兼業する

場合が多い。

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

その他の製造業 229［千kl］



【石油元売会社】

一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（軽油）（石油（軽油）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ガソリン：1,628［千kl］
ナフサ：30,162［千kl］

ジェット燃料：2,502［千kl］
灯油：3,236［千kl］
軽油：1,739［千kl］
重油：2,276［千kl］

オイルコークス：4,612 ［千kl］
LPG：14,776 ［千t］

元売直売
1,714［千kl］

特約店経由

35,204［千kl］

農林・漁業用
794［千kl］

一般SS（52,600店）

16,942［千kl］

フリートSS
5,991［千kl］

バス向け（公営・民営）
908［千kl］

トラック向け
6,527［千kl］

その他

4,836［千kl］

JR
291［千kl］

その他

914［千kl］

電力

214［千kl］

自動車用

37,474［千kl］

非自動車用
2,214［千kl］

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

元売直売

特約店経由 販売店

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

電力のシートへ



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（灯油）（石油（灯油）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ガソリン：1,628［千kl］
ナフサ：30,162［千kl］

ジェット燃料：2,502［千kl］
灯油：3,236［千kl］
軽油：1,739［千kl］
重油：2,276［千kl］

オイルコークス：4,612 ［千kl］
LPG：14,776 ［千t］

元売直売（うちホームセンター）
1,564［千kl］（73 ［千kl］ ）

特約店

14,981［千kl］
SS

8,603［千kl］

燃料小売商・米穀店・酒屋・雑貨店
3,987［千kl］

ホームセンター
96［千kl］

農協
53［千kl］

その他

2,243［千kl］

民生用
21,317［千kl］

産業用
6,843［千kl］

燃料卸売
2,367［千kl］

燃料小売商・米穀店・酒屋・雑貨店
2,322［千kl］

ホームセンター
45［千kl］

全国農業協同組合連合会
2,405［千kl］ 県経済連 農協給油所

特約店
4,917［千kl］

燃料卸商
333［千kl］

元売直売

1,593［千kl］

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

【石油元売会社】

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

民生部門計　19,130［千kl］
　家庭用　　　15,851［千kl］
　業務用　　　  3,278［千kl］

産業部門計         10,697［千kl］
　農林業                 2,966［千kl］
　水産業            　     140［千kl］
　鉱業                         97［千kl］
　建設業                    949［千kl］
　繊維　　　　　　　　  13 ［千kl］
　紙・パルプ業          140［千kl］
　化学工業               392［千kl］
　窯業土石                 82［千kl］
　鉄鋼                       226［千kl］
　非鉄金属               186［千kl］
　金属機械               355［千kl］
　その他製造業    5,152［千kl］



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（重油）（石油（重油）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ガソリン：1,628［千kl］
ナフサ：30,162［千kl］

ジェット燃料：2,502［千kl］
灯油：3,236［千kl］
軽油：1,739［千kl］
重油：2,276［千kl］

オイルコークス：4,612 ［千kl］
LPG：14,776 ［千t］

コンビナート

商社

中小ユーザー

特約店

大手ユーザー

大手ユーザー

大手ユーザー

元売直売

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

【石油元売会社】

電力

11,749［千kl］

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

運輸部門計　32,948［千kl］
　旅客用　　　  7,978［千kl］
　貨物用　　　24,970［千kl］

産業部門計         8,402［千kl］
　農林業               2,116［千kl］
　水産業            　   856［千kl］
　鉱業                     175［千kl］
　建設業               2,639［千kl］
　紙・パルプ業             2［千kl］
　化学工業                 2［千kl］
　窯業土石                 8［千kl］
　鉄鋼                       46［千kl］
　非鉄金属                 4［千kl］
　金属機械               72［千kl］
　その他製造業   2,481［千kl］

電力のシートへ



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（ナフサ）（石油（ナフサ）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ナフサ：30,162［千kl］

コンビナート

特約店

大手ユーザー

元売直売

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

【石油元売会社】

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

■産業部門計
　化学工業         46,454［千kl］
　その他製造業      675［千kl］

　電気事業者          113［千kl］

　自家発　　         　866［千kl］

　都市ガス             102［千kl］

電力

113［千kl］

電力のシートへ



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

石油（ジェット燃料）（石油（ジェット燃料）（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

輸入：
NGL：3,900［千kl］

原油：250,703［千kl］

国内生産：
原油：761［千kl］

輸入：
ガソリン：1,628［千kl］
ナフサ：30,162［千kl］

ジェット燃料：2,502［千kl］
灯油：3,236［千kl］
軽油：1,739［千kl］
重油：2,276［千kl］

オイルコークス：4,612 ［千kl］
LPG：14,776 ［千t］

特約店

■運輸部門
旅客用 3,957［千kl］
貨物用 650［千kl］

元売直売

石油精製：
　ガソリン：56,989［千kl］
　ナフサ：18,144［千kl］
　ジェット燃料：10,555［千kl］
　灯油：28,452［千kl］
　軽油：42,256［千kl］
　重油：68,700［千kl］
　オイルコークス：786 ［千t］
【石油精製会社】

【石油元売会社】

【参考】関係場数
航空機燃料税の課税実績より
関係場数　特例承認に係るもの 642
　　　　　　　定期運送事業者に係るもの 128
　　　　　　　その他のもの 445

　　計 1,215
出典：「第126回国税庁統計報告書　平成12年版」

総合エネルギー統計（平成13年度版）、石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）

【航空会社（16社） 】



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

ＬＰＧＬＰＧ(2000(2000年度）年度）
小売供給卸供給

石油精製過
程（製油所）

ナフサ分解過程等

石油化学工場、
天然ガス工場

輸入基地／１
次基地

ＬＰＧ輸入基
地

輸入業者

元売

２次基地

自動車用：

159万t

化学原料用
（エチレン、
アンモニア、
メタノール原
料用）

都市ガス用：

212万ｔ

家庭業務用：771万t

約2,756万世帯（うち簡易ガス
事業者経由約190万世帯）

オートガススタ
ンド

約1,900ヶ所

充てん所

約2,700ヶ所

簡易ガス業者:46万ｔ

1,770事業者

433万ｔ

1､946万ｔ（供給計）

461万ｔ（生産）

工業用

197万ｔ

５０５万ｔ

輸出６万ｔ

1,889万ｔ

（需要計）

原油：製油
所処理量

24,245万kl

産ガス国
1,485万ｔ（輸入）

原油シート

電力用：３９万ｔ

小売事業所等を通じて
販売：725万t

小売業者約27,500社

小売事業所約32,700ヶ
所

シート

卸売業者

約1,400社

石油資料（平成14年版）等、各種統計資料より作成（なお、統計資料間の差異のため、一部に数量が整合しない場合がある。）



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

天然ガス・天然ガス・LNGLNG・・都市ガス（都市ガス（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

LNG：
総輸入量：　54,100[千t]実績 　2,943[10^15 J]

総契約数量　61,447[千ｔ]　3,343[10^15J]

輸 入 者 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電力会社　38,661[千ｔ] 2,103[10^15J]

41,020[千t]　　契約数量（ほぼ全量発電用）

都市ガス　　　14,646[千ｔ] 797[10^15J]
契約数量19,407[千ｔ] 1,056[10^15J]

（ほぼ全量都市ガス製造用）

その他　　　
契約数量1,020[千ｔ] 55.5[10^15J]

輸入関係商社　
　　　　　　　　　

注１：天然ガス供給における輸入シェア
96.8％

注２：用途別消費数量：電力用71%、
都市ガス用27%、その他1.6%

天然ガス（国産）：　2,499[百万m3]102[10^15J]

注：天然ガス供給による国産シェア3.2％

石炭系ガス7.9[10^15 J]

都市ガス生産：965[10^15J]
一般ガス事業者

LNG起源　　837[10^15J]
天然ガス起源　1.9[10^15J]

石炭系起源　　1.6[10^15J]
LPG起源　　107.6[10^15J]
他石油系起源　3.3[10^15J]

＜ 発 電 ＞
LNG利用

2,107[10^15J]
38,662[千ｔ]

天然ガス利用
22[10^15 J]

531[百万m3]

化学工業燃料、工業用熱源
在庫変動：
3百万m3

123[10^12J]

他石油系ガス13.1[10^15 J]

自家消費　　11.0[10^15J]]
規定外ガス量 1.4[10^15J]
加熱用 　　　　1.4[10^15J]

IN

石炭系

LPG

他石油系

ガス販売量：1,047[10^15J]
需要家ﾒｰﾀ取付数25,995,909

家 庭 用 ：　397[10^15J]
ﾒｰﾀ数24,762,803

商 業 用 ：　170[10^15J]
ﾒｰﾀｰ数1,288,723

工 業 用 ：　391[10^15J]
ﾒｰﾀｰ数62,293

その他用：　88.8[10^15J]
ﾒｰﾀｰ数255,064

簡易ガス事業者 :　1770事業者
販売量　222,284,545[m3]
LPGが大半（95％以上？）

一般ガス事業者：　　237事業者
生産＋購入1,061[10^15J]

ガ
ス

事
業

者
が

他
業

種
よ

り
購

入

卸供給事業者に
よる卸供給

•一般ガス事業者による卸供給

電力のシートへ

IN

LPGシートより

簡易ガス販売量全体：222,284,545[m3]
需要家ﾒｰﾀ取付数1,524,611
家 庭 用 ：　211,243,103[m3]

ﾒｰﾀ数　1,514,515
商 業 用 ：　　7,913,961[m3]

ﾒｰﾀ数　　　　7,781
その他：　　3,217,481[m3]

ﾒｰﾀ数　　　　2,315
圧縮天然ガス623,858m3

新規参入による大口供給：
176,450 [千 m3]　8.1[10^15J]

その他用途

換算
LNG　1kg⇒54.4MJ

天然ガス1m3⇒41.0MJ
大口ガス供給事業の標準発熱量 46.04MJ/ｍ３N



一次エネルギー総供給 エネルギー転換 最終消費

電力（電力（20002000年度版）年度版）

小売供給卸供給

原子力発電

2,898［1015J］

水力発電
806［1015J］

地熱
31［1015J］

新エネルギー

188［1015J］

汽力発電用燃料消費実績（2000年度）

一般炭

無煙炭等
コークス炉ガス
高炉ガス転炉ガス

原油

NGL
ナフサ
軽油
重油

精油所ガス

オイルコークス
LPG
天然ガス
LNG
合 計 ［1015J］ 　　　　　　　　　　　　　　　　

電気事業者
1,525

－
61

146
296

2
4
9

484
－

－
20
22

2,107
4,676

自家発電
251

1
24
92
－

－

30
－

438
37
17

2
－
－

893

電気事業用
8,374［1015J］

発電・送電喪失

5,307［1015J］

自家発電
1,115［1015J］

自家用発電所数
水力：129、地熱：3、火力：2,383、

原子力：1、風力：21
（平成12年度データ）電気事業便覧

発電・送電喪失
668［1015J］

一般電気事業者
2,874 ［1015J］

卸電気事業者等

512 ［1015J］

発電ﾌﾟﾛｾｽ発電ﾌﾟﾛｾｽ

特定規模電気事業者

0 ［1015J］

特定電気事業者

0.233 ［1015J］

送電ﾌﾟﾛｾｽ送電ﾌﾟﾛｾｽ

一般電気事業者（供給力計）
3,306 ［1015J］

託送

一般電気事業

者へ卸売

自社設備を

利用して送

電

特定規模需要家需要家
（2万ボルト以上の送電線で電気を受電し、原則
2,000kW以上の最大使用電力を有する需要家）

特定供給地点の需要家

余剰電力を

一般電気事

業者へ売電

大口電力業種別需要電力量
自家発自家消費

433 ［1015J］

エネルギー部門自家消費

189  ［1015J］

総合エネルギー統計（平成13年度版）、電力調査統計月報（平成12年度実績集計号）等、各種統計資料より作成

産業部門

大口電力業種別需要電力量
　1,026×101 5［J］

鉱 業 　　　　　　　　　　
製 造 業 　　　　　　　　　

　食料品　　　　　　　　

　繊維工業　　　　　　　
　パルプ・紙・紙加工品 
　化学工業　　　　　　　 
　石油製品・石炭製品  
　ゴム製品　　　　　　　 
　窯業・土石製品　　　 
　鉄鋼業　　　　　　　　 
　非鉄金属　　　　　　　

　機械器具　　　　　　　

　その他　　　　　　　　
鉄 道 業 　　　　　　　　　 
そ の 他　　　　　　　　　

民生部門

電灯需要（住宅、店舗、事務所等）
　854×1015 ［J］
電灯契約口数（一般電気事業者計）
　69,538 ［千口数］

5 
856 

55 
14 
38 
94 

5 
13 
43 

195 
51 

251 
97 
65 

100

一般電気事業

者の設備で送電

石炭のシート

石油のシート

LPGのシート

ガスのシート


